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担　　当 電話番号
千葉県 総合企画部　統計課　人口室 043-223-2223
千葉市 総合政策局 総合政策部 統計課　 043-245-5714
　中央区 地域振興課　選挙統計班 043-221-2104
　花見川区 地域振興課　選挙統計班 043-275-6191
　稲毛区 地域振興課　選挙統計班 043-284-6104
　若葉区 地域振興課　選挙統計班 043-233-8121
　緑区 地域振興課　選挙統計班 043-292-8104
　美浜区 地域振興課　選挙統計班 043-270-3121
銚子市 総務市民部 総務課 統計班 0479-24-8930
市川市 国勢調査市川市実施本部コールセンター 047-334-1177
船橋市 船橋市国勢調査コールセンター 047-436-6111
館山市 市長公室　情報課 統計係 0470-22-3168
木更津市 国勢調査木更津市実施本部 0438-23-5933
松戸市 松戸市国勢調査コールセンター 0570-000-583

野田市 国勢調査野田市実施本部
（行政管理課統計係） 04-7125-1111

茂原市 企画財政部 企画政策課 統計係 0475-20-1516
成田市 国勢調査成田市実施本部 0476-20-1746
佐倉市 平成27年国勢調査佐倉市実施本部 043-484-1125
東金市 企画政策部 企画課 統計調査係 0475-50-1196
旭市 企画政策課 統計班 0479-62-5397
習志野市 平成27年国勢調査習志野市実施本部 047-489-1654
柏市 柏市国勢調査コールセンター 0570-01-0312
勝浦市 企画課 広報統計係 0470-73-6657
市原市 企画部 企画調整課 統計調査室 0436-23-9864
流山市 流山市国勢調査実施本部（企画政策課内） 04-7168-1006
八千代市 総務企画部 総合企画課 統計調査室 047-483-1151
我孫子市 総務部 文書情報管理課 統計担当 04-7185-1111
鴨川市 企画政策課 政策推進係 統計担当 04-7093-7828
鎌ケ谷市 平成27年国勢調査鎌ケ谷市実施本部 047-445-1141
君津市 総務部 総務課 統計係 0439-56-1484

担　　当 電話番号
富津市 総務部 総務課 行政係 0439-80-1224
浦安市 浦安市国勢調査実施本部 047-351-1220
四街道市 国勢調査四街道市実施本部 043-422-6591
袖ケ浦市 総務課 統計担当 0438-62-1212
八街市 総務部 企画課 企画統計班 043-443-1114
印西市 総務部 情報管理課 文書統計班 0476-42-5111
白井市 総務部 企画政策課 情報管理班 047-492-1111

富里市 国勢調査富里市実施本部
（企画課企画統計班） 0476-93-1118

南房総市 企画部 情報推進課 統計係 0470-33-1003
匝瑳市 企画課 企画調整班 0479-73-0081
香取市 香取市国勢調査実施本部 0478-79-0802

山武市 総務部 企画政策課
政策・シティセールス推進室 0475-80-1132

いすみ市 企画政策課 企画班 0470-62-1382
大網白里市 企画政策課 政策推進班 0475-70-0316
酒々井町 企画財政課 広報広聴班 043-496-1171
栄町 企画政策課 企画広報班 0476-33-7701
神崎町 まちづくり課 企画係 0478-72-2114
多古町 企画財政課 企画政策係 0479-76-2611
東庄町 総務課 企画財政係 0478-86-6084
九十九里町 企画財政課 企画係 0475-70-3121
芝山町 総務課　企画政策係  0479-77-3921 
横芝光町 企画財政課 企画調整班 0479-84-1218
一宮町 まちづくり推進課まちづくり推進グループ 0475-42-2113
睦沢町 総務課 政策企画班 0475-44-2501
長生村 企画財政課 企画係 0475-32-4743
白子町 総務課　情報統計係 0475-33-2110
長柄町 総務課 財政管財班 0475-35-2110
長南町 企画政策課 広報統計係 0475-46-2113
大多喜町 総務課 文書広報係 0470-82-2111
御宿町 企画財政課 企画係 0470-68-2512
鋸南町 総務企画課 企画財政室 0470-55-4801

●調査書類が届かない、あるいは不審な電話や訪問があった場合などは市町村の窓口にご連絡ください。

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 
※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、
　全国一律に市内通話料金でご利用いただけます。
　携帯電話・PHSの場合は、それぞれ
　所定の電話料金となります。 
※ I P 電話用電話番号の通話料金は、
　所定の通話料金となります。

国勢調査は
回答の義務があります 
○統計法では、正確な統計を作
成するために、調査項目に回
答する義務（報告義務）が定
められています。
○回答を拒んだり虚偽の回答を
した場合の罰則も定められて
います。

●調査の内容、調査票の記入方法などについては、コールセンターにお問い合わせください。国勢調査に関する問い合わせ先 

個人情報は
厳格に保護されます
○国勢調査では、統計法によっ
て、厳格な個人情報保護が定
められています。
○国勢調査員をはじめ、国勢調
査に従事する者には、統計法
によって、守秘義務が課され
ています。

国勢調査を装った
「かたり調査」にご注意ください 
○国勢調査を装い、訪問や電話で個人情
報を聞き出す事例が県内でも発生して
います。
○不審な訪問、電話、電子メールにはご
注意ください。 
○本来の調査員は、その身分を証明する
「国勢調査員証」を携帯しています。 
　　法人などに調査を委託している場
合、総務省統計局長が 証明する「委
託管理団体証」になります。

国勢調査員とは 

国勢調査員は下のような
国勢調査員証を身に付け
ています。（見本）

国勢調査員証を下げている青色のひものデザイン（見本）

国勢調査員が持ち歩く
手提げ袋（見本）

設置期間：10月31日（土）まで
受付時間：８時～21時 （土・日、祝日にもご利用になれます）

国勢調査コールセンター

IP電話の場合：03-4330-2015
0570-07-2015

国勢調査員は市町村の推薦に基づいて
総務大臣が任命した非常勤の国家公務員です。 

漏れなく・重複なく調査を行うために、訪問時に世帯主又は代表者の氏名と世帯の男女の人数をお尋ねします。

国勢調査員が
着用している腕章（見本）




